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新機能登場でますます便利になりましたでますます便利になりましたになりました

Google が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリしている地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリアプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリスマホ編に入れている人は多いと思いますが、アプリれている地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ人は多いと思いますが、アプリは多いと思いますが、アプリ多いと思いますが、アプリいと思いますが、アプリ思いますが、アプリいますが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ、アプリアプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
の機能を使いこなせていますか機能を使いこなせていますか使いこなせていますかいこなせていますか ?
レストランの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らの機能を使いこなせていますか場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らの機能を使いこなせていますか持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら腐れになつてはいないでしょうか。あまり知られになつては多いと思いますが、アプリいないでしょうか。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリあまり知らら
れていない便利になりましたな機能について紹介させていただきます。させていただきます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ



　 1. マップを使いこなせていますか起動します します 　 1. マップを使いこなせていますか起動します します 

① ホ編ーム画面で　　画面で　　で　　
「 Google 」を使いこなせていますかタップします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

② 「マップ」を使いこなせていますかタップしま
す。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ初回起動します 時は画面の指　は多いと思いますが、アプリ画面で　　の機能を使いこなせていますか指　
示に従ってください。に従ってください。ってください。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

 ③ マップが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ起動します します。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
　現在地情報が自動取得され　　が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ自動します 取得され　　され　　
　て、アプリ地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ上に表示されます。に表示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

2. 地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリの機能を使いこなせていますか表示に従ってください。を使いこなせていますか変更するする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ2. 地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリの機能を使いこなせていますか表示に従ってください。を使いこなせていますか変更するする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

表示位置を移動するを移動する移動するする
スライドすると、スライする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ、アプリスライ
ドすると、スライした方向に地図の表示に地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリの機能を使いこなせていますか表示に従ってください。
位置を移動します。を使いこなせていますか移動します します。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

縮小 / 拡大するする
ピンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らチインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら / ピンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らチ
アウトして、アプリ地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリを使いこなせていますか縮
小・拡大します。します。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

回転するする
2 本の指で円を描くようにドの機能を使いこなせていますか指で円を描くようにドを使いこなせていますか描くようにドくようにドすると、スライ
ラッグすると、地図をドラッする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ、アプリ地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリを使いこなせていますかドすると、スライラッ
グすると、地図をドラッした方向に地図の表示に回転します。します。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

立体化するする
2 本の指で円を描くようにド指で上に表示されます。下にスライにスライ
ドすると、スライする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ、アプリマップが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ傾
斜し、立体的な表示でし、アプリ立体的な表示でな表示に従ってください。で
見られます。 られます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ 

目的な表示で地の機能を使いこなせていますか検索のコツの機能を使いこなせていますかコツ
◆ 検索のコツボックスから検索のコツ
　まず、アプリ場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか検索のコツする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリには多いと思いますが、アプリ、アプリ画面で　　上に表示されます。の機能を使いこなせていますか検索のコツボックスを使いこなせていますかタップします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリここに目的な表示で地を使いこなせていますか入れている人は多いと思いますが、アプリ力します。検索ボックスをします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ検索のコツボックスを使いこなせていますか
　タップする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ最近の検索履歴とか、保存登録された場所が出てきます。の機能を使いこなせていますか検索のコツ履歴とか、保存登録された場所が出てきます。と思いますが、アプリか、アプリ保存登録された場所が出てきます。された場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ出てきます。てきます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
◆ 音声検索のコツ
　右側のマイクをタップすると、音声検索が出来ます。の機能を使いこなせていますかマイクを使いこなせていますかタップする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ、アプリ音声検索のコツが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ出てきます。来ます。ます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
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Google マップは多いと思いますが、アプリ
スゴイなあ !!

伊能さん

1 本の指で円を描くようにド指でポンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らポンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らと思いますが、アプリ
タップすれば拡大、拡大します。、アプリ
2 本の指で円を描くようにド指でポンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らポンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らと思いますが、アプリ
タップすれば拡大、縮小。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

現在地が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。されない
場でますます便利になりました合はここをタップは多いと思いますが、アプリここを使いこなせていますかタップ



3. 5 つの機能を使いこなせていますかナビゲーションの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らバーで知らりたい情報が自動取得され　　を使いこなせていますかすば拡大、やく表示に従ってください。3. 5 つの機能を使いこなせていますかナビゲーションの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らバーで知らりたい情報が自動取得され　　を使いこなせていますかすば拡大、やく表示に従ってください。

スポット、アプリ経路、アプリ保存済み、投稿、最新のみ、アプリ投稿、アプリ最新の機能を使いこなせていますか 5 つの機能を使いこなせていますかナビゲーションの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らバー。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ各項目の機能を使いこなせていますか機能は多いと思いますが、アプリ以下にスライの機能を使いこなせていますか通り。り。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

スポット 経路 保存済み、投稿、最新のみ 投稿

最新

◆スポット：周辺にある飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれま周辺にある飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまにある地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまや観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまスポットなど、アプリおすすめの機能を使いこなせていますか場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか教えてくれまえてくれま
す。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリユーザーによる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ評価やレビューも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいとやレビューも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいと閲覧可能。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ地名などで検索して場所を調べたいとなどで検索のコツして場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか調べたいとべたいと思いますが、アプリ
きや、アプリ経路を使いこなせていますか検索のコツしたいと思いますが、アプリきは多いと思いますが、アプリ、アプリこの機能を使いこなせていますか画面で　　の機能を使いこなせていますか上に表示されます。部にある検索ボックスを使います。にある地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ検索のコツボックスを使いこなせていますか使いこなせていますかいます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリで閲覧している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らの機能を使いこなせていますか周辺にある飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまにある地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリスポットが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。され、アプリタップすれば拡大、詳細情報が自動取得され　　を使いこなせていますか
チェックできます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいとち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らろん、アプリ自分で「蕎麦」「で「蕎麦」「」「 ATM 」などと思いますが、アプリキーワードすると、スライを使いこなせていますか入れている人は多いと思いますが、アプリ力します。検索ボックスをして
検索のコツする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこと思いますが、アプリも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいと可能です。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

◆経路：周辺にある飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれま目的な表示で地までの機能を使いこなせていますかルート、アプリ到着予定時は画面の指　刻、アプリ交通り。状況などがチェックできます。などが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリチェックできます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

◆保存済みみ：周辺にある飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれま保存した場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか表示に従ってください。できます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ目的な表示で地を使いこなせていますか保存してリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリストにすれば拡大、すぐに
アクセスが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ可能。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリストは多いと思いますが、アプリカテゴリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリー別にまとめることもでき、自分流のリストを作るにまと思いますが、アプリめる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこと思いますが、アプリも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいとでき、アプリ自分で「蕎麦」「流のリストを作るの機能を使いこなせていますかリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリストを使いこなせていますか作るる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
こと思いますが、アプリも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいとできます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこれは多いと思いますが、アプリ大します。変便利になりましたです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
下にスライ部にある検索ボックスを使います。の機能を使いこなせていますかタブは、「タイムライン」「予約」「フォロー中」「マイマップ」に分かれまは多いと思いますが、アプリ、アプリ「タイム画面で　　ラインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら」「予約」「フォロー中」「マイマップ」に分かれま」「フォロー中」「マイマップ」に分かれま」「マイマップ」に分で「蕎麦」「かれま
す。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

◆投稿：周辺にある飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれま Google マップに情報が自動取得され　　を使いこなせていますか提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリしたいと思いますが、アプリきは多いと思いますが、アプリ、アプリこの機能を使いこなせていますか画面で　　を使いこなせていますか使いこなせていますかいます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまや
おすすめスポットの機能を使いこなせていますかクチコミや写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やや写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やを使いこなせていますか投稿できます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリまた、アプリ地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリに載っていない住所やっていない住所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らや
道路、アプリ建物を追加したり、間違った情報を修正したりすることも可能。道路や住所、地を使いこなせていますか追加したり、間違った情報を修正したりすることも可能。道路や住所、地したり、アプリ間違った情報を修正したりすることも可能。道路や住所、地った情報が自動取得され　　を使いこなせていますか修正したりすることも可能。道路や住所、地したりする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこと思いますが、アプリも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいと可能。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ道路や住所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら、アプリ地
図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリに載っていない住所やっていない場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら、アプリクチコミや写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所や、アプリ写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やの機能を使いこなせていますか詳細など、アプリ現地を使いこなせていますか知らっている地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリからこその機能を使いこなせていますか知ら識
や情報が自動取得され　　を使いこなせていますか簡単に共有できます。自分が投稿した過去の投稿リストや閲覧回数も分かりまに共有できます。自分が投稿した過去の投稿リストや閲覧回数も分かりまできます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ自分で「蕎麦」「が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ投稿した過去の投稿リストや閲覧回数も分かりまの機能を使いこなせていますか投稿リです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリストや閲覧回数も分かりまも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいと分で「蕎麦」「かりま
す。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

◆最新：周辺にある飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまトレンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らドすると、スライや必見られます。 スポットの機能を使いこなせていますかフィードすると、スライにアクセスできます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
地域の情報に詳しいユーザーや各種メディアから提供された最新のスポット情報が表示の機能を使いこなせていますか情報が自動取得され　　に詳しいユーザーや各種メディアから提供された最新のスポット情報が表示メディアから提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリされた最新の機能を使いこなせていますかスポット情報が自動取得され　　が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。
されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ自分で「蕎麦」「の機能を使いこなせていますか行動します パターンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らに合はここをタップわせて、アプリ関心のありそうな店などを教えてくれまの機能を使いこなせていますかありそうな店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまなどを使いこなせていますか教えてくれまえてくれま
す。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

2



4.Google マップの機能を使いこなせていますか基本の指で円を描くようにド画面で　　の機能を使いこなせていますか見られます。 方4.Google マップの機能を使いこなせていますか基本の指で円を描くようにド画面で　　の機能を使いこなせていますか見られます。 方

検索
目的な表示で地や住所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら、アプリジャンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らルなどを使いこなせていますか入れている人は多いと思いますが、アプリ
力します。検索ボックスをする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ、アプリそれらの機能を使いこなせていますか情報が自動取得され　　が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ上に表示されます。
に表示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ蕎麦」「と思いますが、アプリ入れている人は多いと思いますが、アプリ力します。検索ボックスをすれ
ば拡大、付近の検索履歴とか、保存登録された場所が出てきます。の機能を使いこなせていますか蕎麦」「屋が表示されます。が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

音声で検索で検索検索
音声入れている人は多いと思いますが、アプリ力します。検索ボックスをで「検索のコツ」への機能を使いこなせていますか入れている人は多いと思いますが、アプリ力します。検索ボックスをが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリで
きます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこれは多いと思いますが、アプリ便利になりましたです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

現在地を表示を移動する表示
青いマーカーで自分の現在地を表いマーカーで自分で「蕎麦」「の機能を使いこなせていますか現在地を使いこなせていますか表
示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ自分で「蕎麦」「が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ向に地図の表示いている地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ方
向に地図の表示が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ分で「蕎麦」「かります。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

周辺を含めた位置情報を表示を移動する含めた位置情報を表示めた位置情報を表示位置を移動する情報を表示を移動する表示
タップする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ、アプリ現在地を使いこなせていますか中」「マイマップ」に分かれま心のありそうな店などを教えてくれまに地
図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリを使いこなせていますか表示に従ってください。します。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ再びタップするびタップするタップする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
と思いますが、アプリ、アプリ立体地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリの機能を使いこなせていますかコンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らパスモードすると、スライに
なります。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

目的の場所へのルート検索の場所へのルート検索場所へのルート検索への場所へのルート検索ルート検索
現在地、アプリ目的な表示で地を使いこなせていますか指定してルート
検索のコツやナビゲーションの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか利になりました用できでき
ます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

周辺を含めた位置情報を表示の場所へのルート検索スポット
現在地周辺にある飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまの機能を使いこなせていますか施設情報が自動取得され　　を使いこなせていますか調べたいとべ
る地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこと思いますが、アプリが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリできます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
P4参照

交通り。状況などがチェックできます。、アプリ路線図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ、アプリ航空写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所や
などの機能を使いこなせていますか切り替えができます。り替えができます。えが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリできます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

周辺にある飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまスポットの機能を使いこなせていますか例・レストランの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら

Google マップは多いと思いますが、アプリ、アプリスマホ編に内蔵されたされた GPSと思いますが、アプリ電子コンパスを使って、現在地と向いている方向をマッコンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らパスを使いこなせていますか使いこなせていますかって、アプリ現在地と思いますが、アプリ向に地図の表示いている地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ方向に地図の表示を使いこなせていますかマッ
プ上に表示されます。に表示に従ってください。してくれます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリまた、アプリ音声案内付きの機能を使いこなせていますかナビゲーションの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら機能も閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいとある地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリの機能を使いこなせていますかで初めて行く場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らでも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいと迷
うこと思いますが、アプリなく到着する地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこと思いますが、アプリが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリできます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

3

左にスライドさせますにスライドすると、スライさせます

メニュー

上に表示されます。にスライドすると、スライする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ
詳細な情報が自動取得され　　が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。
されます

検索のコツ



. レストランの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら コンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らビニ ラーメンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら ガソリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら

5. 周辺にある飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまの機能を使いこなせていますかスポット5. 周辺にある飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまの機能を使いこなせていますかスポット

周辺にある飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまの機能を使いこなせていますかスポットは多いと思いますが、アプリ、アプリ地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリに表示に従ってください。された場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らの機能を使いこなせていますか近の検索履歴とか、保存登録された場所が出てきます。場でますます便利になりましたの機能を使いこなせていますかスポットが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。され、アプリアクセスした時は画面の指　間に応じて提示される内容じて提示に従ってください。される地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ内容
が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ異なります。なります。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

駐車場でますます便利になりました ホ編テル 食料品店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれま も閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいとっと思いますが、アプリ見られます。 る地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

4

フードすると、スライ、アプリドすると、スライリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らク おすすめ ショッピンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らグすると、地図をドラッ サービス

・レストランの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら ・定食
・コーヒー ・居酒屋が表示されます。
・デザート ・バー
・お弁当 ・テイクアウト
・ラーメンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら ・デリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリバリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリー
・丼ものも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいとの機能を使いこなせていますか

・公園 ・映画
・スポーツジム画面で　　 ・美術館・博物を追加したり、間違った情報を修正したりすることも可能。道路や住所、地館
・アート ・図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ書館
・観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまスポット
・ナイトライフ
・ライブは、「タイムライン」「予約」「フォロー中」「マイマップ」に分かれま

・食料品 　・電気製品
・美容洋品店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれま 　・スポーツ用でき品
・自動します 車ディラー 　・コンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らビニ
・二兆品・ガーデンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら
・ファッションの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら
・ショッピンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らグすると、地図をドラッ

・ホ編テル ・ガソリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら
・ ATM ・病院・診療所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら
・美容院 ・郵便・配送
・レンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らタカー ・駐車場でますます便利になりました
・自動します 車修理 ・薬局
・洗車
・クリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリーニンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らグすると、地図をドラッ



6. 地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリの機能を使いこなせていますか種メディアから提供された最新のスポット情報が表示類と詳細表示と思いますが、アプリ詳細表示に従ってください。6. 地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリの機能を使いこなせていますか種メディアから提供された最新のスポット情報が表示類と詳細表示と思いますが、アプリ詳細表示に従ってください。

ここを使いこなせていますかタップします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ ▼航空写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所や ▼地形地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリの機能を使いこなせていますか種メディアから提供された最新のスポット情報が表示類と詳細表示と思いますが、アプリ詳細が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。
されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

▼路線図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ ▼交通り。状況などがチェックできます。 ▼ストリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリートビュー

5

◆地を表示図の一部を長押しするの場所へのルート検索一部を長押しするを移動する長押しするしする
と赤いピンが表示されます。赤いピンが表示されます。いピンが表示されます。ピンが表示されます。が表示されます。表示されます。

・ 360度写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ見られます。 れます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

・下にスライ部にある検索ボックスを使います。の機能を使いこなせていますか写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やの機能を使いこなせていますか部にある検索ボックスを使います。分で「蕎麦」「を使いこなせていますか上に表示されます。にス
ライドすると、スライする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリその機能を使いこなせていますか場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らの機能を使いこなせていますか詳細
情報が自動取得され　　が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

・現在地からの機能を使いこなせていますか経路が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ検索のコツで
　きます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

・現在地からの機能を使いこなせていますか距離の測定がの機能を使いこなせていますか測定が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
　できます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ P12参照

赤いピンを立てるいピンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか立てる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

青いマーカーで自分の現在地を表色で表示されている道で表示に従ってください。されている地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ道
路を使いこなせていますかタップする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリスト
リです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリートビューが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ見られます。 られま
す。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ (P10P10 参照 )

※ 「地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリの機能を使いこなせていますか種メディアから提供された最新のスポット情報が表示類と詳細表示」と思いますが、アプリ「地
図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリの機能を使いこなせていますか詳細」は多いと思いますが、アプリ自由に組みに組みみ
合はここをタップわせて使いこなせていますかえます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

この機能を使いこなせていますか部にある検索ボックスを使います。分で「蕎麦」「の機能を使いこなせていますか保存が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリで
きます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

この機能を使いこなせていますか場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか友だちとだち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らと思いますが、アプリ
共有できます。自分が投稿した過去の投稿リストや閲覧回数も分かりまできます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ



7. 目的な表示で地を使いこなせていますか検索のコツする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ 7. 目的な表示で地を使いこなせていますか検索のコツする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ 
① 目的な表示で地を使いこなせていますか検索のコツしたい
と思いますが、アプリき　は多いと思いますが、アプリ、アプリ検索のコツバーを使いこなせていますか
タップします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

② 目的な表示で地の機能を使いこなせていますか名などで検索して場所を調べたいと前を入力した　を使いこなせていますか入れている人は多いと思いますが、アプリ力します。検索ボックスをした　
ら、アプリ「候補」をタップします。」を使いこなせていますかタップします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

③ 検索のコツ結果が表示されが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。され
ます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

8. 目的な表示で地までの機能を使いこなせていますか経路を使いこなせていますか調べたいとべる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ 8. 目的な表示で地までの機能を使いこなせていますか経路を使いこなせていますか調べたいとべる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ 

① 検索のコツで金閣寺を表を使いこなせていますか表
示に従ってください。し、アプリ次に左下のに左にスライドさせます下にスライの機能を使いこなせていますか
「経路」を使いこなせていますかタップし
ます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

② 出てきます。発地は多いと思いますが、アプリ自由に組みに変更するで
きます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ必要に応じて移動に応じて提示される内容じて移動します 
手段をタップします。車・を使いこなせていますかタップします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ車・
電車・徒歩

③ 複数も分かりまの機能を使いこなせていますかルートが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ候補」をタップします。と思いますが、アプリ
して表示に従ってください。された場でますます便利になりました合はここをタップは多いと思いますが、アプリ、アプリ
使いこなせていますか用できする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリルートを使いこなせていますかタップ
して選択します。電車のします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ電車の機能を使いこなせていますか
例です。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

④ ルートの機能を使いこなせていますか詳細が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表
　示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

今回は多いと思いますが、アプリ京都「金閣寺を表」へ行きます

ストリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリービュー

写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やを使いこなせていますかタップする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリその機能を使いこなせていますか
場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らの機能を使いこなせていますか情報が自動取得され　　が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ満載っていない住所やです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

必ず候補」をタップします。の機能を使いこなせていますか中」「マイマップ」に分かれまから選ぶ
ようにしてください

※電車を使いこなせていますか利になりました用できする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ場でますます便利になりました合はここをタップは多いと思いますが、アプリ、アプリ下にスライ記アプリをお勧めします。アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリを使いこなせていますかお勧めします。めします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

ジョルダンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら乗換案内

※バイクの機能を使いこなせていますか場でますます便利になりました合はここをタップは多いと思いますが、アプリ

Yahoo!乗換案内 ツーリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らグすると、地図をドラッ
サポーター
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9. 便利になりましたな乗換機能9. 便利になりましたな乗換機能

バスの機能を使いこなせていますかデータと思いますが、アプリリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らクしており、アプリ何分で「蕎麦」「遅れているか、駅から先の徒歩経過まで検索できます。れている地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリか、アプリ駅から先の徒歩経過まで検索できます。から先の徒歩経過まで検索できます。の機能を使いこなせていますか徒歩経過まで検索のコツできます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

① 検索のコツ欄に行きたい場所に行きたい場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら
を使いこなせていますか入れている人は多いと思いますが、アプリ力します。検索ボックスを→「経路」を使いこなせていますかタッ
プ→現在地 (P10出てきます。発地 )を使いこなせていますか
入れている人は多いと思いますが、アプリ力します。検索ボックスを。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

② 車や電車など、アプリそれぞれ
の機能を使いこなせていますか移動します 手段をタップします。車・での機能を使いこなせていますか経路や所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら要に応じて移動
時は画面の指　間が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。され、アプリ電車の機能を使いこなせていますか
マークを使いこなせていますかタップする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ乗換
案内的な表示でに利になりました用できする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこと思いますが、アプリが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリで
きます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

③Google マップの機能を使いこなせていますか良いといと思いますが、アプリ
ころは多いと思いますが、アプリ徒歩経路の機能を使いこなせていますか所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら要に応じて移動時は画面の指　間
が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ分で「蕎麦」「かる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこと思いますが、アプリ。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ電車での機能を使いこなせていますか時は画面の指　
間と思いますが、アプリ徒歩の機能を使いこなせていますか時は画面の指　間の機能を使いこなせていますか両方を使いこなせていますか把
握できます。できます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

④ 料金は多いと思いますが、アプリ画面で　　の機能を使いこなせていますか左にスライドさせます下にスライに表
示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

⑤ 路線図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリを使いこなせていますかタップする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
と思いますが、アプリ、アプリより見られます。 やすい地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリを使いこなせていますか
表示に従ってください。する地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこと思いますが、アプリが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリできま
す。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

⑥ 経路の機能を使いこなせていますか検索のコツ画面で　　では多いと思いますが、アプリ徒
歩やタクシーの機能を使いこなせていますか料金、アプリ所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら
要に応じて移動時は画面の指　間も閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいと分で「蕎麦」「かります。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
1 画面で　　で様々な交通手段な交通り。手段をタップします。車・
を使いこなせていますか検索のコツできる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリの機能を使いこなせていますかで、アプリどれ
を使いこなせていますか選べば拡大、良いといか比較検討
する地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリに大します。変便利になりましたです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

◆バスを移動する良く利用する人には便利機能が追加されましたく利用する人には便利機能が追加されました利用する人には便利機能が追加されましたする人には便利機能が追加されましたには便利機能が追加されました便利機能が追加されましたが表示されます。追加されましたされました位置情報を表示

① 先の徒歩経過まで検索できます。ほどと思いますが、アプリ同じ要領で出じ要に応じて移動領で出で出てきます。
発地点と目的地をタップしと思いますが、アプリ目的な表示で地を使いこなせていますかタップし
ます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

② 続いて「移動手段」をいて「移動します 手段をタップします。車・」を使いこなせていますか
タップし優先の徒歩経過まで検索できます。モードすると、スライを使いこなせていますか「バ
ス」の機能を使いこなせていますかみにします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ次に左下のに
「適用でき」を使いこなせていますかタップします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
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10. 経路表示に従ってください。画面で　　で経由に組み地を使いこなせていますか追加したり、間違った情報を修正したりすることも可能。道路や住所、地する地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ (P10 車の機能を使いこなせていますか場でますます便利になりました合はここをタップの機能を使いこなせていますかみ )10. 経路表示に従ってください。画面で　　で経由に組み地を使いこなせていますか追加したり、間違った情報を修正したりすることも可能。道路や住所、地する地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ (P10 車の機能を使いこなせていますか場でますます便利になりました合はここをタップの機能を使いこなせていますかみ )

① 経路を使いこなせていますか表示に従ってください。させた
ら、アプリメニューボタンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか
タップしてメニューを使いこなせていますか開
き、アプリ経由に組み地を使いこなせていますか追加したり、間違った情報を修正したりすることも可能。道路や住所、地を使いこなせていますか選択します。電車の
します。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

経由に組み地を使いこなせていますか入れている人は多いと思いますが、アプリ力します。検索ボックスをする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ欄に行きたい場所が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表
示に従ってください。される地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリの機能を使いこなせていますかで、アプリ寄りたいりたい
場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか入れている人は多いと思いますが、アプリ力します。検索ボックスをします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ経由に組み
地を使いこなせていますか入れている人は多いと思いますが、アプリ力します。検索ボックスをする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ、アプリ経由に組み地
が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ最終目的な表示で地になった
ルートが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ再びタップする表示に従ってください。されてし
まうため、アプリ順番を入れ替を使いこなせていますか入れている人は多いと思いますが、アプリれ替えができます。
える地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ必要に応じて移動が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリあります。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
(P10 長押ししてドラッグししてドすると、スライラッグすると、地図をドラッ )

② 直接場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らの機能を使いこなせていますか名などで検索して場所を調べたいと前を入力した　や住所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか入れている人は多いと思いますが、アプリ力します。検索ボックスをする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ方法以外にも、地にも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいと、アプリ地
図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ上に表示されます。にピンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか置を移動します。いて場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか指定したり、アプリ検索のコツ履歴とか、保存登録された場所が出てきます。から候
補」をタップします。を使いこなせていますか選択します。電車のしたりする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこと思いますが、アプリも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいとできます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

③ 店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれま舗カテゴリからの検索では、候補地の評価や口コミカテゴリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリからの機能を使いこなせていますか検索のコツでは多いと思いますが、アプリ、アプリ候補」をタップします。地の機能を使いこなせていますか評価やレビューも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいとや口コミコミや写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所や
の機能を使いこなせていますかほか、アプリ営業時は画面の指　間などを使いこなせていますか確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らした上に表示されます。で追加したり、間違った情報を修正したりすることも可能。道路や住所、地を使いこなせていますかタップして
経由に組み地に追加したり、間違った情報を修正したりすることも可能。道路や住所、地できます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこの機能を使いこなせていますか機能を使いこなせていますか活用できすれば拡大、、アプリ土地勘
の機能を使いこなせていますかない地域の情報に詳しいユーザーや各種メディアから提供された最新のスポット情報が表示でガソリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らスタンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らドすると、スライや飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまを使いこなせていますか手軽に探せるに探せるせる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
わけです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

メニューボタンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら

ドすると、スライラッグすると、地図をドラッして
順番を入れ替を使いこなせていますか入れている人は多いと思いますが、アプリれ替えができます。えます
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新機能が追加されました　周辺を含めた位置情報を表示の場所へのルート検索おすすめ最新情報を表示を移動する確認できますで検索きます
現在地からの機能を使いこなせていますか周辺にある飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまの機能を使いこなせていますか最新情報が自動取得され　　を使いこなせていますか確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らできる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ新しい機能が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ追加したり、間違った情報を修正したりすることも可能。道路や住所、地されました。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ「周辺にある飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまの機能を使いこなせていますかスポット」タブは、「タイムライン」「予約」「フォロー中」「マイマップ」に分かれまを使いこなせていますか開く
と思いますが、アプリ、アプリ地元のコミュニティに関連のある最新情報のフィードが新たに表示されるようになりました。の機能を使いこなせていますかコミや写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やュニティに関連のある最新情報のフィードが新たに表示されるようになりました。の機能を使いこなせていますかある地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ最新情報が自動取得され　　の機能を使いこなせていますかフィードすると、スライが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ新たに表示に従ってください。される地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリようになりました。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
使いこなせていますか用できを使いこなせていますか開始するには、スマホでする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリには多いと思いますが、アプリ、アプリスマホ編で Google マップを使いこなせていますか開き「周辺にある飲食店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまの機能を使いこなせていますかスポット」タブは、「タイムライン」「予約」「フォロー中」「マイマップ」に分かれまを使いこなせていますかタップ。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ上に表示されます。にスライドすると、スライさ
せる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ新情報が自動取得され　　が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ投稿やクチコミや写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やによって支えられています。えられています。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ



③ する地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ、アプリバスの機能を使いこなせていますかルート
や時は画面の指　間などが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。されま
す。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこの機能を使いこなせていますか画面で　　にバスの機能を使いこなせていますか運
行状況などがチェックできます。が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

バスが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ遅れているか、駅から先の徒歩経過まで検索できます。れている地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ 9分で「蕎麦」「
遅れているか、駅から先の徒歩経過まで検索できます。れていますなど運行状
況などがチェックできます。が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。され予定の機能を使いこなせていますか到着
時は画面の指　間も閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいと知ららせてくれま
す。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

単に共有できます。自分が投稿した過去の投稿リストや閲覧回数も分かりまなる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ経路検索のコツだけでな
く、アプリバスの機能を使いこなせていますか場でますます便利になりました合はここをタップは多いと思いますが、アプリ時は画面の指　間も閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいと
含めた案内をしてくれるめた案内を使いこなせていますかしてくれる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
の機能を使いこなせていますかで大します。変便利になりましたです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

12. カーナビの機能を使いこなせていますかような
GPS による地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ詳細ナビ

12. カーナビの機能を使いこなせていますかような
GPSによる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ詳細ナビ

① 利になりました用できする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリためには多いと思いますが、アプリルー
ト検索のコツで車または多いと思いますが、アプリ徒歩を使いこなせていますか
選択します。電車のする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ画面で　　左にスライドさせます下にスライに
「ナビ開始するには、スマホで」が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。され
ますの機能を使いこなせていますかで、アプリそれを使いこなせていますかタップ
します。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

② 画面で　　を使いこなせていますか拡大します。・縮小・位
置を移動します。の機能を使いこなせていますか移動します してから現在地に
戻るには画面左下の「現在る地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリには多いと思いますが、アプリ画面で　　左にスライドさせます下にスライの機能を使いこなせていますか「現在
地に戻るには画面左下の「現在る地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ」を使いこなせていますかタップしま
す。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

二輪車用できの機能を使いこなせていますかカーナビは多いと思いますが、アプリ「ツーリングサポート」ツーリンが表示されます。グサポート」の機能を使いこなせていますかアプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリを使いこなせていますかお勧めします。
めします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ自転します。車やオートバイに「スマホ編ホ編ルダー」でスマホ編
を使いこなせていますかカーナビと思いますが、アプリして使いこなせていますかうと思いますが、アプリ道を使いこなせていますか迷いません。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリツーリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らグすると、地図をドラッの機能を使いこなせていますか場でますます便利になりました合はここをタップ、アプリ
必ず予備のバッテリーを用意しておきましょう。の機能を使いこなせていますかバッテリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリーを使いこなせていますか用でき意しておきましょう。しておきましょう。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

11. インの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らドすると、スライアフロア表示に従ってください。11. インの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らドすると、スライアフロア表示に従ってください。

地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリを使いこなせていますか拡大します。する地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリこの機能を使いこなせていますかよう
に、アプリビルの機能を使いこなせていますか各階のフロアが表の機能を使いこなせていますかフロアが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表
示に従ってください。される地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこと思いますが、アプリが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリあります。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこ
れは多いと思いますが、アプリその機能を使いこなせていますか建物を追加したり、間違った情報を修正したりすることも可能。道路や住所、地が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らドすると、スライアフロ
ア表示に従ってください。に対応じて提示される内容している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ場でますます便利になりました合はここをタップに
表示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

なお、アプリ画面で　　が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ 100 フィート以
下にスライに地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ拡大します。した場でますます便利になりました合はここをタップに表
示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ左にスライドさせます側のマイクをタップすると、音声検索が出来ます。は多いと思いますが、アプリ階のフロアが表数も分かりまを使いこなせていますか表
示に従ってください。しています。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
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13. 場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らや住所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らの機能を使いこなせていますか共有できます。自分が投稿した過去の投稿リストや閲覧回数も分かりま13. 場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らや住所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らの機能を使いこなせていますか共有できます。自分が投稿した過去の投稿リストや閲覧回数も分かりま

ピンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか立てて表示に従ってください。される地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ詳
細地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリを使いこなせていますか友だちとだち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らと思いますが、アプリ共有できます。自分が投稿した過去の投稿リストや閲覧回数も分かりまする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
と思いますが、アプリきは多いと思いますが、アプリ右下にスライの機能を使いこなせていますか「共有できます。自分が投稿した過去の投稿リストや閲覧回数も分かりま」を使いこなせていますか
タップします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
待ち合わせ場所や集合場所ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら合はここをタップわせ場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らや集合はここをタップ場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら
などを使いこなせていますかメールや LINEで共
有できます。自分が投稿した過去の投稿リストや閲覧回数も分かりまする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこと思いますが、アプリが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリできます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

「保存」を使いこなせていますかタップすれば拡大、こ
の機能を使いこなせていますか場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ保存されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

長押ししてドラッグしして
ピンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか立てます

電車・バスの情報が大幅に強化バスの情報が大幅に強化の情報が大幅に強化情報が大幅に強化が大幅に強化大幅に強化に強化強化

梅田・阪急百貨店や観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれま



14. ストリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリートビューの機能を使いこなせていますか見られます。 方14. ストリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリートビューの機能を使いこなせていますか見られます。 方

① 目的な表示での機能を使いこなせていますか地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリを使いこなせていますか表示に従ってください。し
て、アプリ右上に表示されます。の機能を使いこなせていますか四角をタップを使いこなせていますかタップ
します。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

② 地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリの機能を使いこなせていますか詳細で「スト
リです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリートビュー」を使いこなせていますかタップ
します。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

③ 水色で表示されている道の機能を使いこなせていますか道路部にある検索ボックスを使います。分で「蕎麦」「を使いこなせていますかタッ
プする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ、アプリストリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリート
ビューが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ開きます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

④ 道路が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
矢印をタップすると前後を使いこなせていますかタップする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ前を入力した　後
左にスライドさせます右に移動します します。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ矢印をタップすると前後
の機能を使いこなせていますか先の徒歩経過まで検索できます。を使いこなせていますかダブは、「タイムライン」「予約」「フォロー中」「マイマップ」に分かれまルタップする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
と思いますが、アプリ早く前進します。く前を入力した　進します。します。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

画面で　　を使いこなせていますか動します かすと思いますが、アプリ 360°
写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やと思いますが、アプリ同じ要領で出じで向に地図の表示きを使いこなせていますか変
える地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこと思いますが、アプリが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリできます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

街の様子が分かりやすいの情報が大幅に強化様子が分かりやすいが大幅に強化分かりやすいかりやすい !

⑤ 拡大します。して〇印をタップすると前後を使いこなせていますかタップ
する地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ、アプリユーザーの機能を使いこなせていますか 360°
投稿写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やを使いこなせていますか見られます。 る地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこと思いますが、アプリが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリで
きます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

15.Google マップで世界旅行を使いこなせていますか楽しむしむ15.Google マップで世界旅行を使いこなせていますか楽しむしむ

① 検索のコツで「バチカンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら」と思いますが、アプリ入れている人は多いと思いますが、アプリ力します。検索ボックスをします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリバチカンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らの機能を使いこなせていますか地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリすべて日本の指で円を描くようにド語
表示に従ってください。ですから海外にも、地でも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいと不安はありません。は多いと思いますが、アプリありません。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
② サンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らピストロ寺を表院を使いこなせていますかタップして赤いピンを立てるいピンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか立てます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
③ 概要に応じて移動蘭を下へスクロールすれば写真の項目があります。左側へスライドしていくとを使いこなせていますか下にスライへスクロールすれば拡大、写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やの機能を使いこなせていますか項目が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリあります。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ左にスライドさせます側のマイクをタップすると、音声検索が出来ます。へスライドすると、スライしていくと思いますが、アプリ
「ストリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリートビューと思いますが、アプリ 360° 写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所や」が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリありますの機能を使いこなせていますかでこれを使いこなせていますかタップします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
④ その機能を使いこなせていますか場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らの機能を使いこなせていますか 360° 写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ左にスライドさせます側のマイクをタップすると、音声検索が出来ます。に一覧表示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリユーザーの機能を使いこなせていますか投稿したも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいとの機能を使いこなせていますかも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいと多いと思いますが、アプリく
最新の機能を使いこなせていますか写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ見られます。 られます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
⑤ 写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やを使いこなせていますか上に表示されます。下にスライ左にスライドさせます右、アプリフォーカスしてみましょう。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
⑥ 右上に表示されます。の機能を使いこなせていますか × 印をタップすると前後を使いこなせていますかタップする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ元のコミュニティに関連のある最新情報のフィードが新たに表示されるようになりました。の機能を使いこなせていますか地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリに戻るには画面左下の「現在ります。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
⑦ 世界の機能を使いこなせていますか観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれま地を使いこなせていますか楽しむしみましょう。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
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16. タイム画面で　　ラインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら16. タイム画面で　　ラインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら

① マップを使いこなせていますか開き、アプリ右上に表示されます。の機能を使いこなせていますか
アイコンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますかタップしま
す。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

② タイム画面で　　ラインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますかタップし
ます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

③ 画面で　　上に表示されます。野「今日」を使いこなせていますか
タップすれば拡大、、アプリカレンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らダー
が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ画面で　　を使いこなせていますか右
にスライドすると、スライする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ過去の投稿リストや閲覧回数も分かりまの機能を使いこなせていますかカ
レンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らダーが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

ここを使いこなせていますかタップ
すれば拡大、カレンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らダー
が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。されます

スライドすると、スライすれば拡大、
過去の投稿リストや閲覧回数も分かりまに遡れますれます

④7 月 29 日を使いこなせていますかタップする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
と思いますが、アプリ地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ上に表示されます。に自分で「蕎麦」「の機能を使いこなせていますか移動します ルー
トが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

④ 下にスライの機能を使いこなせていますか部にある検索ボックスを使います。分で「蕎麦」「を使いこなせていますか上に表示されます。にスラ
イドすると、スライさせる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ移動します ルート
内に含めた案内をしてくれるまれる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら情報が自動取得され　　の機能を使いこなせていますか
一覧が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。されま
す。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ Google フォトに
アップロードすると、スライされた写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所や
の機能を使いこなせていますか情報が自動取得され　　も閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいと表示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

日付

スポット 都市 全地を表示域

過去の投稿リストや閲覧回数も分かりまに訪問した場所が表した場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表
示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリフードすると、スライ・ドすると、スライ
リです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らク、アプリショッピンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らグすると、地図をドラッ、アプリ
観光スポットなど、おすすめの場所を教えてくれまスポット、アプリホ編テル、アプリ
カルチャー、アプリスポーツ、アプリ
空港に分類されます。に分で「蕎麦」「類と詳細表示されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

過去の投稿リストや閲覧回数も分かりまに訪問した場所が表した都市が表示が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。
されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ訪問した場所が表日も閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいと分で「蕎麦」「かり
ます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ新着順かあいうえお
順に並び替えもできます。びタップする替えができます。えも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいとできます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

過去の投稿リストや閲覧回数も分かりまに訪問した場所が表した国 / 地域の情報に詳しいユーザーや各種メディアから提供された最新のスポット情報が表示
が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
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17.Google マップを使いこなせていますかダウンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らロードすると、スライして「オフラインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら」で使いこなせていますか用できする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ方法 (P10 海外にも、地で便利になりました )17.Google マップを使いこなせていますかダウンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らロードすると、スライして「オフラインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら」で使いこなせていますか用できする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ方法 (P10 海外にも、地で便利になりました )

地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリを使いこなせていますかダウンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らロードすると、スライしてオフラインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らで見られます。 る地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこと思いますが、アプリが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリできます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
マップを使いこなせていますかスマホ編にダウンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らロードすると、スライ可能。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリダウンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らロードすると、スライしておけば拡大、オフラインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らで見られます。 られ
る地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリため、アプリ電波状況などがチェックできます。や通り。信量を気にする事なく地図を見られます。ダウンロードにはを使いこなせていますか気にする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ事なく地図を見られます。ダウンロードにはなく地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリを使いこなせていますか見られます。 られます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリダウンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らロードすると、スライには多いと思いますが、アプリ
スマホ編の機能を使いこなせていますか空き容量を気にする事なく地図を見られます。ダウンロードにはが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ必要に応じて移動です。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ必要に応じて移動が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ無くなれば削除しましょう。くなれば拡大、削除しましょう。しましょう。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

◆台湾の高雄を中心としたマップをダウンロードしますの場所へのルート検索高雄を中心としたマップをダウンロードしますを移動する中心としたマップをダウンロードしますと赤いピンが表示されます。した位置情報を表示マップをダウンロードしますを移動するダウンが表示されます。ロードしますします

① マップを使いこなせていますか開き、アプリ 2 本の指で円を描くようにド指
でポンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らポンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らと思いますが、アプリタップ、アプリ縮
小して台湾の「高雄」をの機能を使いこなせていますか「高雄」を」を使いこなせていますか
表示に従ってください。します。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

② 台湾の「高雄」をが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ表示に従ってください。されました。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
右上に表示されます。の機能を使いこなせていますか次に左下のに「自分で「蕎麦」「の機能を使いこなせていますかプロ
フィールアイコンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら」を使いこなせていますかタッ
プします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

③ 「オフラインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らマップ」
を使いこなせていますかタップします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ次に左下のに
「自分で「蕎麦」「の機能を使いこなせていますか地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリを使いこなせていますか選択します。電車の」を使いこなせていますか
タップ。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

④ 範囲を決めてダウンを使いこなせていますか決めてダウンめてダウンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら
ロードすると、スライします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ範囲を決めてダウンが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ広
いと思いますが、アプリ容量を気にする事なく地図を見られます。ダウンロードにはが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ大します。きくなりま
す。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

ダウンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らロードすると、スライには多いと思いますが、アプリ時は画面の指　間が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
かかる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ場でますます便利になりました合はここをタップが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリあります。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
名などで検索して場所を調べたいと前を入力した　を使いこなせていますかつけておきましょう

⑤ ダウンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らロードすると、スライした地
図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリを使いこなせていますかひらくには多いと思いますが、アプリ、アプリ「自分で「蕎麦」「
の機能を使いこなせていますかプロフィールアイコ
ンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら」を使いこなせていますかタップして「オフ
ラインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らマップ」を使いこなせていますか開きま
す。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

ここを使いこなせていますかタップして
「名などで検索して場所を調べたいと前を入力した　の機能を使いこなせていますか変更する」が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
できます

⑥ オフラインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らマップには多いと思いますが、アプリ有できます。自分が投稿した過去の投稿リストや閲覧回数も分かりま
効期限があります。有効期限が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリあります。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ有できます。自分が投稿した過去の投稿リストや閲覧回数も分かりま効期限があります。有効期限
を使いこなせていますか延長したい場でますます便利になりました合はここをタップは多いと思いますが、アプリ「更する新」
を使いこなせていますかタップします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

有できます。自分が投稿した過去の投稿リストや閲覧回数も分かりま効期限があります。有効期限

⑦ 写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やの機能を使いこなせていますか部にある検索ボックスを使います。分で「蕎麦」「を使いこなせていますかタップする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
と思いますが、アプリ「オフラインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら」で見られます。 る地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこと思いますが、アプリ
が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリできます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリオンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らラインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らに戻るには画面左下の「現在
す場でますます便利になりました合はここをタップは多いと思いますが、アプリ「現在地」マークを使いこなせていますか
タップ。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

※オフラインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らマップでは多いと思いますが、アプリ下にスライ
記アプリをお勧めします。の機能を使いこなせていますか機能は多いと思いますが、アプリ使いこなせていますかえません。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
・道路の機能を使いこなせていますか交通り。状況などがチェックできます。
・公共交通り。機関の機能を使いこなせていますか乗換案内
・ストリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリートビュー
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19. 駐車場でますます便利になりました保存機能19. 駐車場でますます便利になりました保存機能

Google マップには多いと思いますが、アプリ、アプリ自分で「蕎麦」「が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ駐車場でますます便利になりました内の機能を使いこなせていますかどこにクルマを使いこなせていますか停めたのか、その位置を保存する機能がある。マップめたの機能を使いこなせていますかか、アプリその機能を使いこなせていますか位置を移動します。を使いこなせていますか保存する地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ機能が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリある地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリマップ
上に表示されます。で現在位置を移動します。を使いこなせていますか示に従ってください。す青いマーカーで自分の現在地を表い印をタップすると前後を使いこなせていますかタップして［駐車場所として設定］を選択しましょう。その地点にクルマを停め駐車場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らと思いますが、アプリして設定］を選択しましょう。その地点にクルマを停めを使いこなせていますか選択します。電車のしましょう。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリその機能を使いこなせていますか地点と目的地をタップしにクルマを使いこなせていますか停めたのか、その位置を保存する機能がある。マップめ
た印をタップすると前後と思いますが、アプリして保存できます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ広い駐車場でますます便利になりましたでも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいと停めたのか、その位置を保存する機能がある。マップめた位置を移動します。を使いこなせていますか詳細にピンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知ら止めできるため、クルマに戻るときに迷わめできる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリため、アプリクルマに戻るには画面左下の「現在る地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリきに迷わ
なくて済み、投稿、最新のみます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ
さらに、アプリ場でますます便利になりました所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らと思いますが、アプリ同じ要領で出時は画面の指　に「残り時間」を設定できます。この機能は無料時間が決まっていたり時間で課金するタり時は画面の指　間」を使いこなせていますか設定できます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリこの機能を使いこなせていますか機能は多いと思いますが、アプリ無くなれば削除しましょう。料時は画面の指　間が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ決めてダウンまっていたり時は画面の指　間で課金する地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリタ
イプの機能を使いこなせていますか駐車場でますます便利になりましたで非常に便利で、設定した時間のに便利になりましたで、アプリ設定した時は画面の指　間の機能を使いこなせていますか 15 分で「蕎麦」「前を入力した　にリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリマインの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らダーを使いこなせていますか通り。知らしてくれる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリさらに同じ要領で出じ画面で　　で
メモや写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やなどの機能を使いこなせていますか情報が自動取得され　　も閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいと追加したり、間違った情報を修正したりすることも可能。道路や住所、地しておけます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

現在地を使いこなせていますか示に従ってください。す青いマーカーで自分の現在地を表いドすると、スライット
を使いこなせていますかタップします

写真を投稿できます。また、地図に載っていない住所やも閲覧可能。地名などで検索して場所を調べたいと追加したり、間違った情報を修正したりすることも可能。道路や住所、地できます

メモに「 A30 」に
駐車と思いますが、アプリ入れている人は多いと思いますが、アプリ力します。検索ボックスをする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

終了したら「クリア」でしたら「クリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリア」で
削除しましょう。します
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18. 距離の測定が測定18. 距離の測定が測定 マップ上に表示されます。を使いこなせていますかロンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らグすると、地図をドラッタップし、アプリピンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らを使いこなせていますか立て画面で　　下にスライ部にある検索ボックスを使います。に表示に従ってください。される地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ地点と目的地をタップし名などで検索して場所を調べたいとを使いこなせていますかタップします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ詳細情
報が自動取得され　　画面で　　が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ開くの機能を使いこなせていますかで「距離の測定が測定」を使いこなせていますかタップします。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリマップを使いこなせていますかスワイプする地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリと思いますが、アプリ最初に指定した地点と目的地をタップし
と思いますが、アプリ画面で　　中」「マイマップ」に分かれま央部にある検索ボックスを使います。分で「蕎麦」「までの機能を使いこなせていますか距離の測定がが提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ下にスライ部にある検索ボックスを使います。に表示に従ってください。されます。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ

① ロンの場所を確認するくらいで宝の持ち腐れになつてはいないでしょうか。あまり知らグすると、地図をドラッタップ

② タップ ③ タップ

④地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリを使いこなせていますか動します かして距離の測定がを使いこなせていますか
測定します。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ曲がる場合が提供している地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリる地図アプリです。スマホに入れている人は多いと思いますが、アプリ場でますます便利になりました合はここをタップ
は多いと思いますが、アプリ右下にスライの機能を使いこなせていますか +マークを使いこなせていますかタップ
します

⑤合はここをタップ計でで 6.1km です
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